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食品産業政策の今後のあり方 

 ○ 食料の加工、流通、外食等のサービスを提供する食品産業は、国 
  民への食料の安定供給や食生活の高度化・多様化を支えるという点 
  で、農業とともに重要な役割を担っており、また、国産農産物の重 
  要な利用者でもある。さらに、食の外部化・サービス化の進展を背 
  景に国民の飲食費支出のうち食品産業に帰属するものが８割近くを 
  占めるに至っており、国民経済的に重要な産業分野を形成している。 
   したがって、その健全な発展を図る必要があり、また、同時に、 
  食料を国民に適正な価格で供給するため、一層の合理化・効率化を 
  行うことが求められる。 
   このような視点に立って、食品産業政策の確立を図っていく必要 
  がある。  

 

  ○ 食品産業の規模  

食品製造
業 

出荷額 31兆円（製造業全体の10％）  

従業者数 124万人（製造業全体の12％） 

食品流通業 飲食料小売額 43兆円（小売業全体の30％）  

卸売業従業者数 102万人  

小売業従業者数 274万人 

外食産業 市場規模 30兆円  

従業者数 411万人 



１ 原料調達条件の改善・食品産業と農業との結びつきの強化  

（１）原料農産物の内外価格差の縮小  

  ○ 近年の円高や国際化の進展の中で、食品に関しても製品の輸 
   入が増加しており、食品製造業は海外との厳しい競争に直面し 
   ている。また、外食産業向けの輸入農水産物も外食産業の発展 
   に伴って増加している。 
    このような中で、食品製造業においては、海外での一次加工 
   や製造立地を目指したり、場合によっては製品輸入を図るなど、 
   いわゆる産業の空洞化の進行のおそれが生じている。 

  ○ このような状況を背景に食品産業からは原料農産物の内外価 
   格差の縮小が強く求められており、この要請に応えていく必要 
   がある。  

 ○ 用途別食料輸入額の推移  

                     （単位：１０億円、円／ドル） 

（資料）総務庁他10省庁「産業連関表」から試算 
（注）為替レートは、IMF年平均レートである。  

 
○ 食品製造業の海外進出動向  

                   （単位：件、百万ドル、％） 

 昭和55
年

60 平成2 5

輸入農水産物 2,138 2,512 3,181 3,075

 生鮮食品向け 857 629 1,301 1,343

 加工食品向け 1,098 1,709 1,469 1,337

 外食向け 183 174 411 395

輸入一次加工品 369 395 441 422

輸入最終製品 719 644 1,422 1,362

輸入食料計 3,226 3,551 5,044 4,859

（参考）為替レート 226.74 238.54 144.79 111.20

 昭和60
年

平成2 7

食品製造業対外
直接投資届出実
績 

件
数 

87 139 82

金額 90 821 854



（資料）大蔵省「対外直接投資届出実績」、通商産業省 
 「我が国企業の海外事業活動動向調査」、「我が国企 
 業の海外事業活動基本調査」 
（注）海外生産比率＝海外現地法人売上高／国内売上高  

製造業海外生産比率 3.0 6.4 9.1

 うち食料品 0.9 1.2 2.6



（２）食品産業向けの生産体制の整備・食品産業と農業との結びつき 
  の強化 

  ○ 食品製造業及び外食産業は、原料農産物の内外価格差の縮小 
   と同時に、量及び品質面での安定的な供給を求めている。 
    したがって、加工適性品種やその栽培技術の開発、契約取引 
   の促進とその安定化等加工・外食向け生産体制の整備に本格的 
   に取り組む必要がある。 
    また、食品産業と農業サイドとの連携による販路開拓や新製 
   品開発等を通じて結びつきを強化していくことが重要である。 

○ 食品製造業の加工原材料の内訳  

                           （単位：10億円、％） 

（資料）総務庁他10省庁「産業連関表」等から試算  

 昭和50
年

55 60 平成2 5

国産農水産物 2,220 2,994 4,149 3,979 3,837

(59.9) （67.1） （66.4） （67.6） (68.6)

輸入農水産物 1,021 1,098 1,709 1,469 1,337

(27.5) (24.6) (27.3) (24.9) (23.9)

輸入一次加工品 467 369 395 441 422

(12.6) (8.3) (6.3) (7.5) (7.5)

加工原材料計 3,708 4,461 6,253 5,889 5,596



２ 食品産業の体質強化  

（１）経営基盤の強化  

  ○ 食品産業は、他の産業に比べて中小企業の割合が高く、その 
   経営基盤の強化が重要な課題となっている。 
    中小企業に対しては、「中小企業近代化促進法」に基づく近 
   代化の推進、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時 
   措置法」に基づく創造事業活動の推進等の対策が講じられてお 
   り、これらの施策を活用する等により、食品産業の経営基盤の 
   強化を図っていく必要がある。  
    また、構造改善が遅れていることにより高コストになってい 
   る業種については、再編合理化を進める必要がある。 

  ○ 食品製造業については、品質・衛生管理の高度化を通じた体 
   質強化を図っていく観点からHACCP手法の導入を促進するため 
   の「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」が制 
   定されたところであり、今後この法制度を積極的に活用してい 
   く必要がある。  

   ○ 食品製造業の中小企業比率（平成７年）  

 



（２）技術力の向上  

  ○ 我が国の食品製造業については、中小企業比率が高いこと等 
   から、リスクが高くかつ多額の費用を要する技術開発への取組 
   みが他産業に比べて弱い。 
    このため、多様化・高度化する消費者ニーズ、国際化・業際 
   化の進展、また環境問題や労働力不足等の事態に積極的に対応 
   するため、食品製造分野における技術研究開発等への取組みを 
   強化する必要がある。 
    この場合、一般的にリスクが多く、直接商品開発に結びつか 
   ない基礎的な研究分野や環境対策、食料の安全性の確保、汎用 
   性のある技術の開発等については、技術研究組合の活用や、国 
   立試験研究機関・大学等の研究成果を活かしつつ産学官の連携 
   強化により行っていくことを検討する必要がある。 

   ○  売上高に対する研究費の割合（平成８年度）  

 



３ 効率的かつ低コストの流通構造への改革  

（１）利用者のニーズに対応しうる卸売市場の実現と卸売市場の機能 
  強化 

  ○ 卸売市場については、供給面、需要面、物流面の変化の中で、 
   安定取引の要請が高まってきており、状況変化に対応した卸売 
   市場の取引面などでの運営の改善や機能強化が求められている。 

  ○ このため、市場関係者の企業活動の活性化と経営体質の強化、 
   市場利用者のニーズや情報ネットワーク化に対応した取引方法 
   のあり方、卸売市場の機能強化に資する施設整備のあり方等に 
   ついて検討を行う必要がある。 

  ○ 卸売市場の機能  

① 品揃え機能…………多様な品目の豊富な品揃え  

② 集・分荷機能………大量単品目から少量多品目への迅速・確実な分荷  

③ 価格形成機能………需給を反映した迅速かつ公正な評価による透明性の 
           高い価格形成  

④ 決済機能……………販売代金の迅速、確実な決済  

⑤ 情報受発信機能……需給に係る情報の収集・伝達  

⑥ 衛生管理機能………衛生管理担当官による衛生監視  

⑦ 災害時対応機能……災害時にライフラインとして機能  



（２） 中小食品小売店の活性化のための支援  

  ○ 高齢化社会の進展に伴い、地域社会と共生する中小小売業者 
   の重要度がますます高まる一方、「大規模小売店舗における小 
   売業の事業活動の調整に関する法律」による規制についてこれ 
   まで緩和が行われてきたことから、近年、中心市街地が空洞化 
   してきており、中小小売業の活性化が重要となってきている。 

  ○ このため、食品小売業の集積による消費者利便と経営改善を 
   図る観点から、市街地における小売市場のリニューアル、店舗 
   の集団化や、仕入れ・加工作業の効率化を推進するための支援 
   を検討する必要がある。 
    また、地域の食品商業者が共同で行う受注配達（御用聞き）、 
   地域の生産者と提携した産直販売等、消費者利便に応えた共同 
   事業による活性化を推進する必要がある。 

  ○ 小売業の業種別商店数の推移  

（資料）通商産業省「商業統計速報」  

 平成６年 平成９年 増減率

小売業全体 1,500千店 1,420千店 ▲ 5％

 うち飲食料品小売業 569 526 ▲ 8

   野菜・果実小売業 40 35 ▲13

   鮮魚小売業 35 30 ▲13

   食肉小売業 25 21 ▲15



（３）生鮮食品流通の新たな動きに対応した支援  

  ○ 生鮮食品流通の一層の効率化を図るため、取引の電子化 
   （EDI化）、その基盤となる取引電子化インフラ（標準商品コ 
   ード、EDI標準、商品関連情報データーベース等）の開発が進 
   められている。 
    このため、「情報処理の促進に関する法律」に基づいて、 
   「電子計算機の連携利用に関する指針」を定め、今後、流通各 
   段階において、この取引電子化インフラができる限り幅広く利 
   用されるようにしていく必要がある。 

   ○ 電子計算機の連携利用に関する指針（連携指針）の内容（例）  

  ○ 情報化、標準化、新技術の開発と利用等によるコスト削減や 
   鮮度保持等、高水準の生鮮食品の物流システムを実現させるた 
   め、クールコンテナと鉄道等を活用した生鮮食品幹線物流の実 
   証試験や、ピーク時回避出荷等野菜の輸送・保管を効率的に行 
   う新たな物流システムの取組み等が進められている。 
    また、生鮮食品流通の中間段階における小分け・包装等によ 
   る小売店のサポート機能を強化した物流システム（生鮮ベンダ 
   ー）の構築に向けた動きがみられる。 
    このような新たな動きに対応して、生鮮食品流通の効率化の 
   観点から、先進的取組みに対する支援を検討する必要がある。  

 連携指針については、例えば以下のような事項を定めることが考えられ 
る。 

① ビジネスプロトコルの標準化  

  以下のような企業間の連携に必要なビジネスプロトコルを標準化する。  

 ・ 帳票類の書式  

 ・ コード  

 ・ データ交換フォーマット/データ項目  

   EDIを行うに当たってのデータ項目及びその定義等  

 ・ 業務運用に関する規約  

   システムの運用時間、障害時対策、費用負担等についての取決め  

② 通信手順の標準化  

③ 情報システムの標準化や相互運用性の確保  

  業界全体の協力の下に、採用する情報化技術、商品関連情報等のデータ 
 ベースの構造等を標準化する。  



   ○ 生鮮食品幹線物流実証試験の内容  

  北海道、南九州等の遠隔産地から首都圏等への生鮮食品流通について、鉄 
道・船舶とクールコンテナの輸送特性を活かした効率的、低コスト物流システ 
ムの実証試験 



 
４ 環境問題への対応  

 ○ 地球規模での環境問題に対する関心が高まる中で、食品産業に 
  おいても、事業活動に伴う環境への負荷を低減することが求めら 
  れている。  

 ○ 家庭から出る一般廃棄物の約６割（容積比）を占める容器包装 
  については、その再生資源化（リサイクル）を推進する「容器包 
  装リサイクル法」が昨年４月から本格施行されているが、容器包 
  装の約６割（容積比）は食料品や飲料が占めていることから、食 
  品産業としては、同法への適切な対応を行うとともに、廃棄物の 
  発生抑制や使用済製品の再使用の推進も図っていく必要がある。  

 ○ 食品産業から排出される産業廃棄物については、管理票の交付 
  等により適正処理の徹底を図るとともに、食品残さ等の有機性廃 
  棄物については、飼料や肥料としての利用などのリサイクルを推 
  進する必要がある。  

 ○ また、昨年12月に開催された気候変動枠組条約第３回締約国会 
  議で採択された温室効果ガスの削減目標の達成に向けて、食品産 
  業においても、温室効果ガスの削減についての自主的な行動計画 
  を策定し、実行していく必要がある。  
 
  ○ 再商品化実績（平成９年）  

      （資料）（財）日本容器包装リサイクル協会  

 
 
  ○ 産業廃棄物の業種別排出量（製造業、平成６年度）  

 引取予定量 引取実績 引取達成
率

ガラスびん 228千トン 148千トン 65％

 うち無色 92 52 57

   茶色 87 61 70

   その他の色 49 35 71

PETボトル 14 14 99



 


